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予算・決算
（単位：百万円）

予算額　　　　　 決算額

収入 運営費交付金 13,786 13,786

運用収入 1,782 1,796

寄付金収入 635 926

その他収入 129 171

承継積立金取崩収入 413 113

計 16,747 16,795

支出 業務経費 12,058 12,402

文化芸術交流事業費 3,227 3,252

海外日本語事業費 3,498 3,538

海外日本研究・知的交流事業費 2,430 2,282

調査研究・情報提供等事業費 495 486

その他事業費 2,407 2,841

一般管理費 4,725 4,528

人件費 2,611 2,575

物件費 2,114 1,953

計 16,783 16,931

（注１）支出決算額は前年度からの繰越890百万円の執行を含む。

（注２）収入決算額の増額は、主として特定寄付金収入や日本語能力試験収入の増額による。

（注３）百万円未満は切り捨てているので、合計とは端数において必ずしも一致しない場合がある。
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貸借対照表
2005年3月31日 （単位：円）

資産の部

流動資産 現金及び預金 7,142,592,407
有価証券 9,365,989,473
前払費用 17,794,988
未収収益 274,227,027
その他の流動資産 49,584,588
流動資産合計 16,850,188,483

固定資産 有形固定資産　　　　建物 12,342,720,565
減価償却累計額 △826,988,359 11,515,732,206

構築物 309,667,593
減価償却累計額 △41,607,734 268,059,859

機械装置 9,134,105
減価償却累計額 △2,627,361 6,506,744

車両運搬具 88,861,660
減価償却累計額 △35,042,722 53,818,938

工具器具備品 880,182,617
減価償却累計額 △346,283,298 533,899,319

美術品 431,892,469
土地 216,327,000

有形固定資産合計 13,026,236,535
無形固定資産　　　　借地権 10,598,000

ソフトウェア 92,521,971
電話加入権 567,000

無形固定資産合計 103,686,971
投資その他の資産　　投資有価証券 82,962,759,262

敷金保証金 1,663,437,078
投資その他の資産合計 84,626,196,340
固定資産合計 97,756,119,846
資産合計 114,606,308,329

負債の部

流動負債 運営費交付金債務 660,037,280
預り寄附金 10,795,418
未払金 745,584,677
未払費用 1,850,669
未払消費税 370,300
預り金 44,358,866
リース債務 28,288,792
引当金

賞与引当金 17,161,191 17,161,191
流動負債合計 1,508,447,193

固定負債 資産見返負債
資産見返運営費交付金 309,213,076 309,213,076

長期リース債務 15,628,431
固定負債合計 324,841,507
負債合計 1,833,288,700

資本の部
資本金 政府出資金 110,970,859,465

資本金合計 110,970,859,465
資本剰余金 資本剰余金 △49,222,776

損益外減価償却累計額 △1,261,291,005
民間出えん金 896,251,787
資本剰余金合計 △414,261,994

利益剰余金 承継積立金 1,834,523,423
積立金 331,458,088
当期未処分利益 50,440,647

（うち当期総利益 50,440,647）
利益剰余金合計 2,216,422,158
資本合計 112,773,019,629
負債資本合計 114,606,308,329
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損益計算書
2004年4月1日～2005年3月31日 （単位：円）

経常費用 文化芸術交流事業費 3,590,342,084

日本語教育事業費 3,893,518,905

日本研究・知的交流事業費 2,602,129,574

調査研究・情報提供等事業費 617,984,226

その他事業費

在外事業費 2,617,998,907

文化交流施設等協力事業費 914,020,455 3,532,019,362

一般管理費 2,470,061,905

財務費用 886,491

経常費用合計 16,706,942,547

経常収益 運営費交付金収益 13,610,207,290

運用収益 1,815,061,340

寄附金収益

寄附金収益 42,154,788

特定寄附金収益 906,414,754 948,569,542

資産見返戻入

資産見返運営費交付金戻入 27,084,667 27,084,667

財務収益

受取利息 214,957 214,957

雑益 242,280,338

経常収益合計 16,643,418,134

経常損失 63,524,413

当期純損失 63,524,413

承継積立金取崩額 113,965,060

当期総利益 50,440,647

利益の処分に関する書類
（単位：円）

当期未処分利益 50,440,647

当期総利益 50,440,647

利益処分額 50,440,647

積立金 50,440,647
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キャッシュ・フロー計算書
2004年4月1日～2005年3月31日 （単位：円）

業務活動によるキャッシュ・フロー 事業による支出 △12,001,515,160
人件費支出 △2,597,385,410
その他の業務支出 △1,995,047,854
運営費交付金収入 13,786,170,000
運用収入 1,796,904,337
寄附金収入 926,394,569
その他の雑収入 223,963,444
小計 139,483,926
利息の受取額 166,007
利息の支払額 △886,491
業務活動によるキャッシュ・フロー 138,763,442

投資活動によるキャッシュ・フロー 投資有価証券の取得による支出 △5,542,806,773
投資有価証券の償還による収入 4,694,795,277
有形固定資産の取得による支出 △264,027,773
有形固定資産の売却による収入 1,981,014
敷金保証金の取得による支出 △19,569,189
敷金保証金の返還による収入 43,793,014
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,085,834,430

財務活動によるキャッシュ・フロー リース債務の返済による支出 △30,790,449
財務活動によるキャッシュ・フロー △30,790,449

資金に係る換算差額 △1,662,600
資金減少額 △979,524,037
資金期首残高 8,122,116,444

資金期末残高 7,142,592,407

行政サービス実施コスト計算書
2004年4月1日～2005年3月31日 （単位：円）

業務費用 損益計算書上の費用
事業費用 14,235,994,151
一般管理費 2,470,061,905
財務費用 886,491 16,706,942,547
（控除）自己収入等
運用収益 △1,815,061,340
寄附金収益 △948,569,542
財務収益 △214,957
雑益 △242,280,338 △3,006,126,177

業務費用合計 13,700,816,370

損益外減価償却等相当額 損益外減価償却相当額 847,478,005
損益外固定資産除却相当額 72,984,781 920,462,786

引当外退職給付増加見積額 16,319,152

機会費用 国又は地方公共団体財産の無償又は
減額された使用料による貸借取引の機会費用 397,944,680
政府出資又は地方公共団体出資等の
機会費用 1,453,446,143 1,851,390,823

行政サービス実施コスト 16,488,989,131




